
1 

日本台灣交流協會寄贈日文圖書清單(計 81 冊) 
寄贈時間：2020 年 5 月 

存放地點：外語學院日本暨東亞研究中心（LB504） 

借用說明：有意借用清單中圖書之本校教職員及學生，請洽本中心，電話 02-29052133，電子郵件 cjs@mail.fju.edu.tw。 

 

ID 分類 分野 著者 書名 出版社 
出版

年 

1 人文系 教育 青木栄一・川上泰彦 教育の行政・政治・経営 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

2 人文系 
文学・日本語・

言語文化 
大橋理枝・根橋玲子 コミュニケーション学入門 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

3 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
魚住孝至 文学・芸術・武道にみる日本文化 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

4 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
稲村哲也 博物館概論 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

5 社会系 
生活・健康・福

祉 
山田知子 高齢期の生活変動と社会的方策 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

6 社会系 
生活・健康・福

祉 
埋橋孝文・居神浩 社会保障の国際動向と日本の課題 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

7 社会系 政治 飯尾潤 現代日本の政治〔改訂版〕 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

8 社会系 社会 高橋和夫 国際理解のために〔改訂版〕 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

9 社会系 経済・経営 諸富徹 財政と現代の経済社会〔改訂版〕 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

10 社会系 経済・経営 原田順子・洞口治夫 国際経営〔改訂新版〕 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 
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ID 分類 分野 著者 書名 出版社 
出版

年 

11 社会系 情報 山田恒夫 情報化社会と国際ボランティア 放送大学教育振興会(NHK 出版) 2019 

12 社会系 経済・経営 八木信一 ・関耕平 
地域から考える環境と経済 -- アクティブな環境経済学入

門 
有斐閣 2019 

13 社会系 情報 辻泉・南田勝也・土橋臣吾 メディア社会論 有斐閣 2018 

14 社会系 政治 上神貴佳・三浦まり 日本政治の第一歩 有斐閣 2018 

15 社会系 政治 北村亘・青木栄一・平野淳一  地方自治論 -- 2 つの自律性のはざまで 有斐閣 2017 

16 社会系 政治 伊藤正次・出雲明子・手塚洋輔 はじめての行政学 有斐閣 2016 

17 社会系 政治 西村幸浩・宮崎智視 財政のエッセンス 有斐閣 2015 

18 社会系 社会 本田由紀 現代社会論 -- 社会学で探る私たちの生き方 有斐閣 2015 

19 社会系 経済・経営 佐藤泰裕 都市・地域経済学への招待状 有斐閣 2014 

20 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
南田勝也・辻泉 

文化社会学の視座：のめりこむメディア文化とそこにあ

る日常の文化 
ミネルヴァ書房 2008 

21 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
井上俊・長谷正人 文化社会学入門：テーマとツール ミネルヴァ書房 2010 

22 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 

石田佐恵子・村田麻里子・山中

千恵 
ポピュラー文化ミュージアム：文化の収集・共有・消費 ミネルヴァ書房 2013 

23 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
樺島榮一郎 

メディア・コンテンツ産業のコミュニケーション研究：

同業者間の情報共有のために 
ミネルヴァ書房 2015 

24 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
竹内オサム・西原麻里 マンガ文化 55 のキーワード ミネルヴァ書房 2016 
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ID 分類 分野 著者 書名 出版社 
出版

年 

25 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
山田奨治 

マンガ・アニメで論文・レポートを書く：「好き」を学

問にする方法 
ミネルヴァ書房 2017 

26 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
吉光正絵・池田太臣・西原麻里 

ポスト〈カワイイ〉の文化社会学：女子たちの「新たな

楽しみ」を探る 
ミネルヴァ書房 2017 

27 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
須川亜紀子・米村みゆき アニメーション文化 55 のキーワード ミネルヴァ書房 2019 

28 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
清水勲・猪俣紀子 日本の漫画本 300 年：「鳥羽絵」本からコミック本まで ミネルヴァ書房 2019 

29 人文系 
歴史・地理・文

化・芸術 
仲川秀樹 

マス・コミュニケーションの世界：メディア・情報・ジ

ャーナリズム 
ミネルヴァ書房 2019 

30 社会系 経営 東洋経済新報社編 はじめての経営学 東洋経済新報社 2013 

31 社会系 経営 神戸大学経済経営学会編 ハンドブック経営学[改訂版] ミネルヴァ書房 2016 

32 社会系 経営 丸山雅祥 経営の経済学 第 3 版 有斐閣 2017 

33 社会系 経営 
日本フランチャイズチェーン協

会 
新版 フランチャイズハンドブック 商業界 2017 

34 人文系 日本史 伊藤聡 神道とは何か―神と仏の日本史 中央公論新社〔中公新書〕 2012 

35 人文系 日本史 井上寛司 「神道」の虚像と実像 講談社〔講談社現代新書〕 2011 

36 人文系 日本史 大野晋 日本人の神 河出書房新社〔河出文庫〕 2013 

37 人文系 日本史 神野志隆光 古事記と日本書紀ー天皇神話の歴史 講談社〔講談社現代新書〕 1999 

38 人文系 日本史 斎藤英喜 古事記はいかに読まれてきたか 吉川弘文館 2012 
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ID 分類 分野 著者 書名 出版社 
出版

年 

39 人文系 日本史 斎藤英喜 折口信夫 ミネルヴァ書房 2019 

40 人文系 日本史 佐伯真一 「武国」日本―自意識とその罠 平凡社〔平凡社新書〕 2018 

41 人文系 日本史 佐藤弘夫 「神国」日本ー記紀から中世、そしてナショナリズムへ 講談社〔講談社学術文庫〕 2018 

42 人文系 日本史 末木文美士 日本宗教史 岩波書店〔岩波新書〕 2006 

43 人文系 日本史 田中優子編 
日本人は日本をどうみてきたか―江戸から見る自意識の

変遷 
笠間書院 2015 

44 人文系 日本史 森和也 神道・儒教・仏教―江戸思想史のなかの三教 筑摩書房〔ちくま新書〕 2018 

45 人文系 日本史 安丸良夫 神々の明治維新ー神仏分離と廃仏毀釈 岩波書店〔岩波新書〕 1979 

46 人文系 日本史 山本ひろ子 変成譜―中世神仏習合の世界  講談社〔講談社学術文庫〕 2018 

47 人文系 日本史 吉田一彦 古代仏教をよみなおす 吉川弘文館 2006 

48 人文系 日本史 吉田一彦 『日本書紀』の呪縛（シリーズ〈本と日本史〉①） 集英社〔集英社新書〕 2016 

19 人文系 日本史 渡辺浩 東アジアの王権と思想〔増補新装版〕 東京大学出版会 2016 

50 人文系 日本史 安藤礼二・鎌田東二他 現代思想 2017 年 2 月臨時増刊号 総特集：神道を考える 青土社 2016 

51 社会系 外交 大庭三枝 重層的地域としてのアジア：対立と共存の構図 有斐閣 2014 

52 社会系 外交 大庭三枝編著 
東アジアのかたち：秩序形成と地域統合をめぐる日米中

ASEAN の交差 
千倉書房 2016 

53 社会系 外交 大庭三枝 アジア太平洋地域形成への道程 ミネルヴァ書房 2004 
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ID 分類 分野 著者 書名 出版社 
出版

年 

54 社会系 外交 宮城大蔵 現代日本外交史：冷戦後の模索、首相たちの決断 中公新書 2016 

55 社会系 安全保障 添谷芳秀 安全保障を問いなおす：９条安保体制を超えて NHK 出版 2016 

56 社会系 経営 和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦 マーケティング戦略 第 5 版 (有斐閣アルマ)  有斐閣 2016 

57 社会系 経営 和田充夫 編著 
宝塚ファンから読み解く 超高関与消費者へのマーケティ

ング 
有斐閣 2015 

58 社会系 経営 
池尾恭一・青木幸弘・南知恵

子・井上哲浩 
マーケティング (New Liberal Arts Selection) 有斐閣 2010 

59 社会系 経営 
青木幸弘・新倉貴士・佐々木壮

太郎・松下光司 
消費者行動論: マーケティングとブランド構築への応用 有斐閣 2012 

60 社会系 経営 田中洋 ブランド戦略論 有斐閣 2017 

61 社会系 経営 青木幸弘 編集 ケースに学ぶマーケティング (有斐閣ブックス)  有斐閣 2017 

62 社会系 経済 田島俊雄・張馨元・李海訓 アズキと東アジア: 日中韓台の域内市場と通商問題 御茶の水書房 2016 

63 社会系 経済 長内厚・神吉直人 
台湾エレクトロニクス産業のものづくり: 台湾ハイテク

産業の組織的特徴から考える日本の針路 
白桃書房 2014 

64 社会系 経済 佐藤敦信 日本産農産物の対台湾輸出と制度への対応 農林統計出版 2013 

65 社会系 経済 大矢根聡・大西裕 FTA・TPP の政治学 有斐閣 2016 

66 社会系 経済 金ゼンマ 日本の通商政策転換の政治経済学  有信堂 2016 

67 社会系 経済 宮本又郎 シリーズ日本の近代 - 企業家たちの挑戦  中央公論新社〔中公文庫〕 2013 
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ID 分類 分野 著者 書名 出版社 
出版

年 

68 社会系 経済 粕谷誠 ものづくり日本経営史―江戸時代から現代まで― 名古屋大学出版会 2012 

69 社会系 経済 三和良一・原朗 近現代日本経済史要覧 東京大学出版会 2010 

70 社会系 経済 上村雅洋 近江商人の経営史 清文堂 2014 

71 社会系 外交 五百旗頭真 戦後日本外交史 第 3 版補訂版 有斐閣 2014 

72 社会系 外交 五百旗頭真 日米関係史 有斐閣 2008 

73 社会系 外交 
国分良成・添谷芳秀・高原明

生・川島真 
日中関係史 有斐閣 2013 

74 社会系 安全保障 遠藤誠治・遠藤乾 安全保障とは何か 
（シリーズ日本の安全保障 1）

岩波書店 
2014 

75 社会系 外交 川島真・服部龍二 東アジア国際政治史 名古屋大学出版会 2007 

76 社会系 外交 川島真 チャイナリスク 
（シリーズ日本の安全保障 5）

岩波書店 
2015 

77 社会系 外交 波多野澄雄 外交史 戦後編 （日本の外交第 2 巻）岩波書店 2013 

78 社会系 安全保障 谷内正太郎 論集 日本の外交と総合的安全保障 ウェッジ 2011 

79 社会系 安全保障 谷内正太郎 論集 日本の安全保障と防衛政策 ウェッジ 2013 

80 社会系 外交 北岡伸一 日本政治史―外交と権力 有斐閣 2017 

81 社会系 外交 増田弘・佐藤晋 新版 日本外交史ハンドブック―解説と資料― 有信堂高文社 2016 

 


